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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータによって、オンラインクリップシェアリングシステム上で利用可能であり
、放送番組の少なくとも一部を含むクリップを特定するステップと、
　前記コンピュータによって、前記クリップについてのディジタルフィンガープリントを
取得するステップと、
　前記コンピュータによって、複数の既に認知されている放送番組に対応する複数の基準
フィンガープリントに対して、前記クリップのディジタルフィンガープリントをマッチン
グして、前記クリップに含まれる放送番組を特定するステップと、
　前記コンピュータによって、前記複数の基準フィンガープリントに対する前記クリップ
の前記ディジタルフィンガープリントの前記マッチングに少なくとも部分的に基づいて、
前記特定された放送番組に関連した番組情報を取得するステップと、
　前記コンピュータによって、前記番組情報を前記クリップに関連付けるステップと、
　前記コンピュータによって、前記クリップに関連付けて前記番組情報をコンピュータに
よって読取り可能な記憶媒体に記憶するステップと、
を具備した方法。
【請求項２】
　前記クリップがビデオクリップからなる請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記クリップがテレビ放送である請求項１に記載の方法。
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【請求項４】
　前記クリップシェアリングシステムは、ユーザ生成コンテンツシェアリングウェブサイ
トである請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記クリップシェアリングシステムは、ピアーツーピアー・ファイルシェアリング・ネ
ットワークからなる請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記番組情報が、前記放送番組のタイトル、前記放送番組の開示時間、前記放送番組の
終了時間、および、前記放送番組が放送されたチャンネルからなる一群から選択された少
なくとも1つの情報からなる請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　クリップについてのサーチクエリーを受信するステップであって、該サーチクエリーが
番組情報のフィールドに関する検索語を示すものであるステップと、
　前記サーチクエリーにマッチする放送情報に関連付けられたクリップのリストを取得す
るステップと、
　前記マッチするクリップのリストを提示するステップと、
をさらに具備した請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　放送番組からサンプルされてオンラインでシェアされるクリップについての番組情報を
回復するための、プロセッサによる実行のためのコンピュータコードを含む非一時的コン
ピュータ読取可能記録媒体であって、前記コンピュータコードは、
　オンラインクリップシェアリングシステム上で利用可能であり、放送番組の少なくとも
一部を含むクリップを特定する手順と、
　前記クリップについてのディジタルフィンガープリントを取得する手順と、
　複数の既に認知されている放送番組に対応する複数の基準フィンガープリントに対して
、前記クリップのディジタルフィンガープリントをマッチングする手順と、
　前記複数の基準フィンガープリントに対する前記クリップの前記ディジタルフィンガー
プリントの前記マッチングに少なくとも部分的に基づいて、特定された前記放送番組に関
連した番組情報を取得する手順と、
　前記番組情報を前記クリップに関連付ける手順と、
　前記クリップに関連付けて前記番組情報をコンピュータによって読取り可能な記憶媒体
に記憶するする手順と、
を実行させるためのプログラムコードを含むものである非一時的コンピュータ読取可能記
録媒体。
【請求項９】
　前記クリップがビデオクリップからなる請求項８に記載の非一時的コンピュータ読取可
能記録媒体。
【請求項１０】
　前記クリップがテレビ放送である請求項８に記載の非一時的コンピュータ読取可能記録
媒体。
【請求項１１】
　前記クリップシェアリングシステムは、ユーザ生成コンテンツシェアリングウェブサイ
トである請求項８に記載の非一時的コンピュータ読取可能記録媒体。
【請求項１２】
　前記クリップシェアリングシステムは、ピアーツーピアー・ファイルシェアリング・ネ
ットワークからなる請求項８に記載の非一時的コンピュータ読取可能記録媒体。
【請求項１３】
　前記番組情報が、前記放送番組のタイトル、前記放送番組の開示時間、前記放送番組の
終了時間、および、前記放送番組が放送されたチャンネルからなる一群から選択された少
なくとも1つの情報からなる請求項８に記載の非一時的コンピュータ読取可能記録媒体。
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【請求項１４】
　さらに、
　クリップについての、番組情報のフィールドに関する検索語を示すサーチクエリーを受
信する手順と、
　前記サーチクエリーにマッチする放送情報に関連付けられたクリップのリストを取得す
る手順と、
　前記マッチするクリップのリストを提示する手順と、
を前記コンピュータに実行させるようにした請求項８に記載の非一時的コンピュータ読取
可能記録媒体。
【請求項１５】
　複数の既に認知されている放送番組に対応する複数の基準フィンガープリントを記憶し
たフィンガープリントデータベースと、
　複数の放送番組を含む1または複数の放送信号を受信し、前記放送番組の1または複数の
フィンガープリントを取得し、該フィンガープリントを前記フィンガープリントデータベ
ースに記憶するフィンガープリンティングシステムと、
　複数の放送番組についての番組情報を記憶したプログラムデータベースと、
　フィンガープリントクリップのフィンガープリントを前記フィンガープリントデータベ
ースに記憶された基準フィンガープリントとマッチングすることによって、前記基準フィ
ンガープリントに対する前記クリップの前記ディジタルフィンガープリントの前記マッチ
ングに少なくとも部分的に基づいて、オンラインクリップシェアリング上で利用可能なク
リップおよび該クリップの放送番組を特定するよう構成され、さらに、前記特定された放
送番組に関連した番組情報を取得し、該番組情報を前記クリップに関連付けるよう構成さ
れたマッチングシステムと、
を具備したシステム。
【請求項１６】
　コンピュータによって、複数のクリップシェアリングウェブサイトを検索して該サイト
上における複数のクリップを捜し出すステップと、
　前記コンピュータによって、前記クリップを基準データベースに対してマッチングする
ことによって、前記クリップの少なくとも一部を特定するステップと、
　前記コンピュータによって、前記特定されたクリップについての放送データを取得する
ステップと、
　前記コンピュータによって、前記特定されたクリップについての少なくとも1つの番組
情報を指定するサーチクエリーを受信するステップと、
　前記コンピュータによって、前記基準フィンガープリントに対する前記クリップの前記
マッチングに少なくとも部分的に基づいて取得された、前記サーチクエリーを満足させる
番組情報に関連したクリップのリストを提供するステップと、
を具備した方法。
【請求項１７】
　前記クリップはビデオクリップからなる請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　各前記クリップの前記番組情報が、前記放送番組のタイトル、前記放送番組の開示時間
、前記放送番組の終了時間、および、前記放送番組が放送されたチャンネルからなる一群
から選択された少なくとも1つの情報からなる請求項１６に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、メディアコンテンツのオンラインシェアリングに関し、特に、典型的には、
ユーザが放送番組から切り抜き(クリップ)をサンプルし、その後これらのクリップをオン
ラインでシェア(共用)する際に消失した番組情報を回復することに関する。また、本発明
は、前記回復した番組情報の、メディアサーチ、自動的放送帰属および広告のターゲット
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設定等の様々な用途に関する。
【０００２】
関連出願の相互参照
　本出願は、2007年9月14日に出願された米国特許仮出願No.60/972,637(これは、その出
典を記載することによって本明細書の一部とする)の優先権を主張するものである。
【背景技術】
【０００３】
　インターネットはユーザ作成コンテンツ(UGC)の爆発的な成長を実現しており、該UGCは
、今日、膨大な数のコミュニティシェアリングウェブサイトおよびその他のオンラインシ
ェアリングシステムからオンラインで利用可能である。多くのウェブサイトは、排他的ま
たは略排他的に、ユーザからUGCを受け取り、その後、該コンテンツを他のユーザに提供
する要求を満たしている。これらのUGCのうちのあるものは該コンテンツをアップロード
するユーザによって作成されるが、該コンテンツの(大部分ではないにしろ)かなりの部分
は、放送番組から該コンテンツをサンブル(または“クリップ”)しその後アップロードし
たユーザから得られる。このことは、放送番組から入手されたクリップの配布につきもの
の多数の問題につながる。
【０００４】
　1つの論点は、放送番組のコンテンツが著作権のような知的所有権によって大部分が保
護されていることである。この保護されたコンテンツの複写(コピー)および再配布には、
UGCシェアリングウェブサイトまたはその他のオンライン手段を介して、概して、保護さ
れたコンテンツの他人による無制限のシェアリングの影響を受けにくい権利所有者(オー
ナー)の許可を必要とする。従って、知的所有権に抵触することなく、放送番組から入手
されたクリップのオンラインシェアリングを可能にすることが難しくなる。
【０００５】
　放送番組から入手されたクリップに関する他の問題は、該クリップが入手されその後シ
ェアされる過程に起因する。放送番組が受信契約者に初めに放送される際、該番組は、そ
の意図されたコンテクスト(文脈)で放送される。このコンテクストには、該番組が放送さ
れる特定の時間および特定のチャンネルが含まれることがある。放送番組のコンテクスト
は、電子番組ガイド(EPG)のような番組ガイドに個別に記憶される番組情報として維持さ
れてよい。典型的には放送番組についてのコンテクスト情報は喪失するので、ユーザが放
送番組をサンプルしまたはディジタル化する場合には問題が生じる。これは、例えば、放
送番組がそのオリジナルの放送コンテクストで再生されないので、その後における該放送
番組のシェアリングは該放送番組のオリジナルの放送コンテクストから解離されるからで
ある。特に、そのコンテンツは、もはや、その放送が再生される予定であった時間に、該
コンテンツが当初含まれていたチャンネルまたは周波数で再生されず、そして、おそらく
、オリジナルの放送信号に関連付けられていた識別用コンテクスト情報無しで再生される
ことになる。
【０００６】
　さらに、放送番組は、しばしば、該番組および/または該番組についての他の情報を特
定するために埋め込まれたデータを含む。例えば、テレビ番組の場合、前記データは、信
号のVBI(Vertical Blanking Interval)に埋め込まれる。ユーザがオリジナルのテレビ番
組からビデオクリップを入手する際のディジタル化およびサンプリンク処理は、典型的に
は、このような埋め込まれたデータを剥ぎ取る。従って、このような結果としてのクリッ
プのメディアコンテンツは、もはや、該ビデオクリップの取得元である放送番組について
の情報とは組合せされていない。このため、UGCウェブサイトまたはその他のシェアリン
グシステムにアップロードされる際、該クリップは、該クリップの入手元である放送番組
についての識別情報を欠くことになる。
【０００７】
　放送番組から入手されたクリップに関する番組情報の喪失は不幸である。というのは、
このような情報が、UGCウェブサイト上における該コンテンツの潜在的な視聴者および/ま
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たはオーナー(オーナー)による該コンテンツの検索、ならびに、前記ウェブサイトまたは
その他の該コンテンツの発生源のオペレータによる該コンテンツについての広告とその他
の情報とのペアリングを含む様々な用途において有用であるからである。ユーザがこのよ
うな情報をマニュアルで用意することがあるが、それは本質的に信頼できず不完全である
。故に、放送番組から入手されたクリップがオンラインでシェアされるときに発生する問
題点に対処するための方法および技術が、現在必要とされている。
【発明の概要】
【０００８】
　本発明の実施の形態は、1つのメディアコンテンツまたはクリップが放送からサンプル
されその後オンラインでシェア(共用)される際に喪失することがある番組情報を回復する
。オンラインシェアリングシステム上でシェアされているクリップについての番組情報を
回復するために、該クリップは最初に特定、すなわち、その正体が確認される。この正体
確認は、例えば、複数の放送番組から採られ既に認知されているディジタルフィンガープ
リントのデータベースに対して前記クリップのディジタルフィンガープリントをマッチン
グすることによって、実行される。前記クリップのフィンガープリントが既に認知されて
いるフィンガープリントにマッチ(一致)した場合、前記クリップの入手元である放送番組
の番組情報が、電子番組ガイドのような番組情報のデータベースから入手されてよい。前
記マッチした放送番組の番組情報が入手されると、前記クリップがオリジナル放送番組か
ら入手された際に喪失した情報を回復するために、前記番組情報が前記クリップに関連付
けられる。特に、放送番組から入手されたクリップについてのコンテクストの喪失が救済
され、これにより、オンラインシェアリングシステムで利用可能なクリップが様々な目的
のためにより利用可能になる。このようにして回復された番組情報は、例えば、コンテン
ツのサーチ、自動的な帰属および広告のターゲット設定を改善するために使用されてよい
。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の一実施の形態に従って、サンプルされたクリップについての番組情報を
回復するための手順を示す図。
【００１０】
【図２】本発明の一実施の形態に従って、サンプルされたクリップについての番組情報を
回復するためのシステムを示すネットワーク図。
【００１１】
【図３Ａ】本発明の一実施の形態に従って、サンプルされたクリップについての番組情報
を回復するための処理を示すインタラクション図。
【図３Ｂ】本発明の一実施の形態に従って、サンプルされたクリップについての番組情報
を回復するための処理を示すインタラクション図。
【００１２】
【図４】本発明の一実施の形態に従って、複数のシェアリングシステムにわたるクリップ
されたコンテンツのサーチを可能にする集中型コンテンツポータルを示すシステム図。
【００１３】
　これらの図は、本発明の様々な実施の形態を例示的説明目的のためにのみ示している。
以下の説明から当業者に明白なように、ここに示した構造および方法の代替的な実施の形
態が本発明の原理を逸脱することなく使用されてよい。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　図1は、放送番組からクリップがサンプルされ、その後該クリップがオンラインシェア
リング用にアップロードされる際に失われる番組情報を回復するための手順を示す概観図
である。前記手順の一段階において、ステップ102において、フィンガープリンティング
システムは、多数の放送番組に関するディジタルフィンガープリント(電子指紋)のデータ
ベースを作成する。このように作成されたデータベースは、前記放送番組のうちの1つに
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含まれる未知のクリップを特定するために使用可能な一組の基準指紋フィンガープリント
を提供する。上記のフィンガープリンティングの前、後またはこれと平行して発生する他
の段階において、ステップ104で、ユーザは、前記放送番組のうちの1または複数からのク
リップまたはその他のコンテンツを個々にサンプルする。そして、前記ユーザは、このよ
うにしてサンプルされたクリップを、ユーザ作成コンテンツ(UGC)シェアリングシステム
のような1または複数の他のクリップシェアリングシステムにアップロードすることがで
きる。その際、前記ユーザは、番組のオリジナルの放送コンテクストの外で、放送番組を
配布している。
【００１５】
　多くの理由により、あるクリップについて、該クリップが前記シェアリングシステムに
アップロードされる際に喪失した番組情報を取り戻すことが望ましい。このために、ステ
ップ106において、マッチングシステムは、基準フィンガープリントのデータベースを使
用して、アップロードされたクリップの入手元である放送番組を特定し、その後、該番組
の対応する番組情報が入手される。前記放送番組が前記クリップに一致した場合、ステッ
プ108において、前記クリップシェアリングシステムは、この番組を前記クリップと対応
付ける。このようにして、オリジナル放送番組からサンプルされ、オンラインでシェアさ
れる前記クリップは、前記オリジナル放送番組のコンテクスト外であっても、その番組情
報を維持することができる。
【００１６】
　図1に示した手順の実施の形態は、図2に示したシステムによって実行されてよい。しか
し、該手順は、図2のシステムの変更例によって実行されてもよい。図2に示した構成要素
は、1つの一体化されたシステム、または、ここに説明する機能を実行するために動作す
る任意の数の分散したシステムによって実現されてよい。
【００１７】
　図2に示すように、ブロードキャスター200は、一連の放送番組からなる伝送信号を送る
。この図では1のブロードキャスター200のみが示されているが、実用的なの実施の形態で
は、複数のブロードキャスター200が同時に放送番組を伝送し、各前記番組は、放送メデ
ィアに適した受信機によって同調され得る。前記ブロードキャスター200は、テレビ番組
、ラジオ番組、ストリーミングインターネット番組、または、1または複数の他のユーザ
に伝送可能なその他の種類のメディアコンテンツ、のような任意の種類のメディアコンテ
ンツを伝送することができる。ここで、放送番組とは、放送番組全体、または、放送番組
に含まれる広告を含む放送番組の任意部分を意味する。前記放送番組は、テレビ番組、ラ
ジオ番組、ストリーミングメディア放送等(しかし、これらに限定されない)のオーディオ
および/またはビデオコンテンツからなってよい。代案として、前記放送番組は、多数の
送り先にメディアコンテンツを出力可能な任意のその他のソースから生じるものでよく、
伝統的な伝送メカニズムによって伝送されるコンテンツに限定されない。例えば、テレビ
放送は、無線周波数、ケーブル、衛星、またはその他の特定の手段によって伝送される必
要はない。
【００１８】
　1または複数のユーザシステム202は、前記ブロードキャスター200から放送信号を受信
し、必要に応じて、該信号に含まれる放送番組を得るために該信号を複調および／または
復号するレシーバを有する。前記ユーザシステム202は、さらに、特定の番組の全部また
は一部のクリップを得るために前記放送番組をサンプルするためのハードウエアおよび／
またはソフトウエアを含む。インターネットのようなコンピュータネットワーク214を介
した通信を可能にするために、前記ユーザシステム202は、さらに、ネットワークインタ
ーフェイスを有する。このようにして、ユーザシステム202は、放送番組を入手し、該放
送番組からクリップを生成し、その後、前記ネットワーク214を介して遠隔位置に該クリ
ップをアップロードすることができる。
【００１９】
　なお、ユーザシステム202は、上記機能を実行するために、任意の数のシステムおよび
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装置ならびにそれらの組合せからなっていてよい。例えば、ユーザシステム202は、ケー
ブル信号を解読してパーソナルコンピュータにビデオ信号を送るケーブルセットトップボ
ックスからなっていてよい。前記パーソナルコンピュータは、前記ビデオ信号からディジ
タルビデオクリップを抽出するためのソフトウエアを含むものである。そして、前記パー
ソナルコンピュータは、インターネットにログインし、前記ビデオクリップをUGCシェア
リングシステムにアップロードするために使用可能である。その他の例において、ユーザ
システム202は、ラジオ放送を受信するためのラジオレシーバと、前記ラジオ放送のディ
ジタル化された部分(またはクリップ)をセーブするためのソフトウエアと、前記ラジオク
リップをユーザのオンラインプログにアップロードするためのソフトウエアとからなって
いてよい。なお、本発明の実施の形態の範囲内で多くのその他の例も可能である。
【００２０】
　前記システムは、さらに、1または複数のユーザシステム202と通信して該ユーザシステ
ム202からクリップを受信するよう構成された1または複数のクリップシェアリングシステ
ム210を含む。前記クリップシェアリングシステムは、少なくとも1人のユーザがクリップ
をアップロードすることを可能にし、その後、他のユーザが該アップロードされたクリッ
プをダウンロードすることを可能にする任意のシステムを備えていてよい。UGCウェブサ
イトの一例は、ユーザがビデオクリップをアップロードすることによって他のユーザと該
ビデオクリップをシェアすることを可能にするウェブサイトを含む。他の実施の形態にお
いて、前記クリップシェアリングシステム210は、ユーザがクリップをアップロードしダ
ウンロードすることを可能にするファイルサーバのようなファイルシェアリングシステム
、または、複数のユーザ間でファイルのシェアリングを可能にするピアーツーピアーネッ
トワーク(例えば、前記クリップシェアリングシステム210が、少なくとも部分的に前記ユ
ーザシステム202自体で実現される場合)。他の実施の形態において、前記クリップシェア
リングシステム210は、特定のユーザ自身の個人的なウェブサイト、ブログ、もしくはソ
ーシャルネットワークにおける個人化されたページ、または、多数のユーザの各々毎のコ
レクションを備えていてよい。この例において、1人のユーザがクリップをアップロード
することができ、当該コンテンツに対するアクセス権を有する複数のユーザは該クリップ
を視聴したりダウンロードすることができる。前記システム全体において、1または複数
のクリップシェアリングシステム210が存在してよく、該1または複数のクリップシェアリ
ングシステム210は、同一または複数のタイプのものであってよい。
【００２１】
　前記ユーザシステム202と同様に、フィンガープリンティングシステムは、前記ブロー
ドキャスター200から放送信号を受信し、必要に応じて、該信号に含まれる放送番組を得
るために該信号を復調および／または復号するレシーバを有する。前記フィンガープリン
ティングシステム204は、さらに、放送番組の一部に特有のディジタルフィンガープリン
ト(電子指紋)を生成するためのハードウエアおよび／またはソフトウエアを含む。前記フ
ィンガープリンティングシステム204は、任意の適当なフィンガープリンティング技術を
使用してよい。1つのメディアコンテンツに特有のディジタルフィンガープリントを生成
するための適当な技術の一例は、2008年9月2日に付与された米国特許仮出願No.7,421,376
および2005年9月1日に出願された米国特許出願No.11/219,385(これらは、出典を記載する
ことによって本明細書の一部とする)に開示された技術を含む。
【００２２】
　前記フィンガープリンティングシステム204によって生成されたディジタルフィンガー
プリントは、フィンガープリントデータベース206に記憶される。該フィンガープリント
データベース206は、1組の放送番組について1組の基準ディジタルフィンガープリントを
提供する。該基準ディジタルフィンガープリントは、未知のメディアコンテンツを特定す
るために使用される。従って、前記フィンガープリントデータベース206に記憶されたフ
ィンガープリントによって示される放送番組が多ければ多いほど、より多くの放送番組が
前記フィンガープリントデータベース206を使用してマッチ可能になる。実用的な実施の
形態において、例えば、多数の同時並列的な放送および／または(ラジオのように)異なる
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物理的位置においてのみ利用可能な放送を扱うために複数のフィンガープリンティングシ
ステム204が存在してよい。同様に、前記フィンガープリントデータベース206は、1また
は多数のデータベースからなっていてよく、前記フィンガープリンティングシステム204
に近くてもまたは前記フィンガープリンティングシステム204から遠くてもよい。
【００２３】
　前記フィンガープリンティングシステム204は放送番組のオリジナルコンテクストから
フィンガープリントを作成するので、各フィンガープリントが生成された元となる放送番
組の素性(または、少なくとも、該放送のチャンネルおよび時間等の素性を判定するため
に十分な情報)を知ることができる。前記フィンガープリントは、特定の放送番組につい
ての放送情報をフィンガープリントと共に前記フィンガープリントデータベース206に記
憶することによって、前記放送情報に関連付けられることができる。しかしながら、各放
送番組毎に多数のフィンガープリントが存在し、放送情報が単純な識別子以上にメモリを
占める場合、上記の方法は効率的ではない。代案として、前記フィンガープリントは、例
えば、前記放送番組に言及するインデックス値を使用して、前記放送番組自体に関連付け
られてよい。これにより、その後、フィンガープリントに関連した放送番組の放送情報に
ついて番組データベース212にクエリーすることによって、前記フィンガープリントに関
連した放送情報が決定され得る。
【００２４】
　前記番組データベース212は、複数の放送番組の各々についての放送情報を記憶する。
前記放送情報は、特定の放送番組について、典型的には該放送の種類によって決まる情報
を含む。例えば、テレビまたはラジオ番組の場合、前記放送情報は、1または複数の、番
組タイトル、該番組が放送されたチャンネル、放送開始および／または終了時間、該番組
のコンテンツについての情報(例えば、ジャンル、筋、俳優等)、ならびに、その他の該放
送番組に関連する情報を含んでいてよい。一実施の形態において、前記番組データベース
212は、電子番組ガイド(EPG)を備えている。前記番組データベース212は、遠隔でネット
ワーク214を介してアクセス可能であり、他のエンティティによって操作されるものであ
ってよく、または、フィンガープリンティングシステム204によってローカルに格納され
、もしくは、前記番組データベース212へのアクセスを望む他のシステムに格納されてよ
い。
【００２５】
　マッチングシステム208は、上述のシステムと通信するために前記ネットワーク214に接
続されている。以下にさらに詳細に説明するように、前記マッチングシステム208は、ク
リップシェアリングシステム210上のクリップのフィンガープリントを前記フィンガープ
リントデータベース206に記憶されている基準フィンガープリントと比較することによっ
て該クリップを特定し(正体を確認し)、該特定されたクリップの対応する番組情報を入手
し、そして、該クリップについて喪失した番組情報が回復されて使用され得るよう、前記
入手した番組情報を前記クリップシェアリングシステム210に提供する。
【００２６】
　図3Aおよび3Bは、本発明の一実施の形態に従って、図2のシステムを使用してクリップ
に関連した放送情報を回復するための処理を示している。図1のステージ102に対応する第
1のステップシリーズにおいて、前記処理は、後に未知のクリップを識別するために使用
可能な基準フィンガープリントのデータベース206を構築する。この処理において、ブロ
ードキャスター200はステップ302において放送番組を送信し、該放送番組は前記フィンガ
ープリンティングシステム204によって同調され受信される。その後、前記フィンガープ
リンティングシステム204は、ステップ304において、様々な公知の技術を使用して、該放
送番組の1または複数のディジタルフィンガープリントまたはその一部を算出する。前記
フィンガープリンティングシステム204は、前記フィンガープリントを前記フィンガープ
リントデータベース206に記憶する。上述の如く、この処理は、複数の放送番組について
、複数のブロードキャスター200から、および／または、複数のフィンガープリンティン
グシステム204を使用して繰り返される。
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【００２７】
　図1のステージ104に対応する他のステップシリーズにおいて、前記処理は、多数のユー
ザによるメディアコンテンツのクリッピングおよびシェリングを処理する。前記ブロード
キャスター200は、ステップ308において、前記フィンガープリンティングシステム204の
みならず1または複数のユーザシステム202によっても受信され得る放送番組を送信する。
この送信は、前記フィンガープリンティングシステム204によって受信されたものと同じ
放送であってよく、または、前記フィンガープリンティングシステム204によって受信さ
れたものとは異なるものであって、異なる放送チャンネルを介したものであってよい。あ
る特定のユーザは、ステップ310において、前記ユーザシステムを使用して、前記放送番
組の1または複数をサンプルすることによって該番組の全部または一部を含む1または複数
のクリップを作成する。このような処理は、ユーザが放送の任意の部分のディジタルバー
ジョンを入手することを可能にするサンプリング、レコーディング、ディジタル化または
その他のメカニズムによって行われてよい。任意に、前記ユーザシステム202を使用して
前記クリップを編集してよい。ユーザは彼ら自身の目的のためにクリップを作成でき、ま
たは、ステップ312において、前記ユーザシステム202を使用して該クリップを前記クリッ
プシェアリングシステム210にアップロードすることができる。このステップ312のアップ
ロードは、コンテンツシェアリングウェブサイトまたはその他のファイルシェアリングシ
ステムにログインし、前記クリップを送信し、または、ピアーツーピアーネットワークで
ある場合、単に他のユーザシステム202によるダウンロードに利用可能なクリップを作成
することからなってよい。
【００２８】
　クリップがクリップシェアリングシステム210にアップロードされると、他のユーザシ
ステムを使用して、該アップロードされたクリップが検索され、視聴および／またはダウ
ンロードが行われ得る。しかし、上述の如く、これらのアップロードされたクリップは、
典型的には、該クリップの入手元である放送番組についての有用なコンテクストの一部ま
たは全部を欠いているであろう。従って、本発明の様々な実施の形態は、前記クリップに
ついての喪失した番組情報を回復するようになっている。主に図3Bに示されているこの機
能を実行するためのステップシリーズは、所望に応じて様々なイベントのいずれかでトリ
ガーされ、当該システムの特定の設計目標を実現するようになっていてよい。例えば、前
記回復処理は、いずれかの新たなクリップが前記クリップシェアリングシステムにアップ
ロードされたとき、前記ユーザシステム202によっていずれかのクリップの視聴またはダ
ウンロードがリクエストされたとき、または、その番組情報が未だ回復されていないクリ
ップについて (例えば、毎晩またはその他の低ピーク時間毎に)定期的に実行されてよい
。
【００２９】
　あるクリップについて喪失した番組情報を回復するために、前記クリップシェアリング
システム210は、前記クリップに関連した番組情報に関するリクエストを前記マッチング
システム208に送る。このリクエストは前記クリップのコピーを含んでいてよく、または
、単に前記クリップについての参照情報もしくはその他の識別子を含んでいてよい。例え
ば、UGCシェアリングウェブサイトの場合、前記システム210は、前記マッチングシステム
208に対して、前記クリップを視聴するためのURLを送ってよい。一実施の形態において、
前記マッチングシステム208は前記クリップシェアリングシステム210内に実現され、その
場合、前記マッチングシステム208は前記クリップに対するアクセス権を既に有している
可能性がある。従って、前記マッチングシステム208は同じエンティティによって前記ク
リップシェアリングシステム210と共に操作されてよく、あるいは、第三者によって前記
クリップシェアリングシステム210から遠隔で操作されてよい。
【００３０】
　特定のクリップに関連付けられるべき番組情報を決定するために、前記マッチングシス
テム208は、前記クリップの正体を判定する。このために、前記マッチングシステム208は
、前記フィンガープリンティングシステム204に該クリップを含む放送番組の正体に関す
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るリクエストを送る。このリクエストは、前記クリップのコピーを含んでいてよく、また
は、単に前記クリップについての参照情報もしくはその他の識別子を含んでいてよい。前
記フィンガープリンティングシステム204は、ステップ318において、上述したような任意
の適当なフィンガープリンティングアルゴリズムを使用してフィンガープリントを算出す
るが、前記フィンガープリントデータベース206に前記フィンガープリントを生成するた
めに使用されたものと略同じアルゴリズムが前記クリップに使用されるべきである。その
後、前記マッチングシステム208は、ステップ320において、前記クリップについてのフィ
ンガープリントを使用して、前記クリップと前記フィンガープリントデータベース206で
示された放送番組とのマッチを判定する。代案として、前記マッチングシステム208は、
前記クリップについてのフィンガープリントを生成し、および／または、前記クリップの
正体を判定するために前記フィンガープリントデータベース206にクエリーする。2002年4
月24日に出願された米国特許出願No.10/132,091または2002年4月22日に出願された米国特
許出願No.10/830,962 (これらは、出典を記載することによって本明細書の一部とする)に
開示されたもののような様々なマッチング技術のいずれかを適宜使用してよい。前記クエ
リーは、ステップ322において、判定されている番組の正体(ID)を返し、前記フィンガー
プリンティングシステム204ステップ324においては該番組IDをマッチングシステム208に
送る。
【００３１】
　前記クリップについてのフィンガープリントと前記フィンガープリントデータベース20
6に記憶されたフィンガープリントとの間にマッチがあると、前記クリップは、前記フィ
ンガープリントデータベース206におけるマッチしている前記フィンガープリントが関連
している放送番組から入手されたものであると特定される。特定のクリップについて前記
入手元である番組情報の正体が明らかになると、該クリップは前記放送番組について知ら
れている前記番組情報に関連付けられることができ、これにより、前記クリップについて
より豊富な情報セットが提供される。一実施の形態において、前記マッチングシステム20
8は、ステップ326において、前記放送番組の識別子を使用して前記番組データベース212
にクエリーし、前記番組データベース212は、ステップ328において、該番組に関する番組
情報を返す。そして、前記マッチングシステムは、ステップ330において、前記クリップ
シェアリングシステム210に前記番組情報を送り、該クリップシェアリングシステム210は
、ステップ332において、前記クリップで前記番組情報を回復する。代案として、前記マ
ッチングシステム208は前記クリップを含む放送番組の識別子を送るだけでよく、その場
合、前記クリップシェアリングシステム210は、例えば前記フィンガープリントデータベ
ース206から対応する番組情報を入手する。前記クリップシェアリングシステム210は、前
記番組情報または該番組情報に対する参照情報を前記クリップに関連したメモリ記憶とし
て記憶媒体に記憶することによって、前記番組情報を前記クリップに関連付けてよい。
【００３２】
　このようにして、前記クリップは、該クリップがユーザによってサンプルされアップロ
ードされ、または、その他の方法でオンラインでシェアされたときに喪失された該クリッ
プについてのコンテクストデータに再接続される。このようなマッチングおよび再接続は
、前記クリップシェアリングシステム210を介して入手可能なクリップの多くまたは全て
について実行されることができ。前記処理は、いくつかの異なるクリップシェアリングシ
ステム210について実行可能である。既知の(既に認知されている)クリップについて有用
なコンテクストを提供する追加的なプログラム情報により、該クリップを使用するための
多数のアプリケーションが可能になる。
【００３３】
　図4は、上述した処理の実施の形態を適用して多数のクリップシェアリングシステム210
の集中的なサーチを可能にするよう構成されたシステムを示す。この実施の形態において
、コンテンツポータル402は、ユーザが多数のオンラインシェアリングシステム210をサー
チしてこれらのシェアリングシステム210上で利用可能なクリップを捜し出すことを可能
にする。前記コンテンツポータル402は、前記オンラインシェアリングシステム210をサー
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チして該システム210上で利用可能な複数のクリップを捜し出す。前記コンテンツポータ
ル402は、該クリップに対する参照情報(例えば、該クリップがアクセス可能なURL)および
該クリップを提供しているクリップシェアリングシステム210を記憶していてよい。様々
なシェアリングシステム210上で利用可能なクリップが見つかると、前記コンテンツポー
タル402は、単独でまたは他のシステムと共に、上記処理の実施の形態を実行することに
より、前記クリップを特定し、該クリップについての番組情報を入手する。その後、前記
コンテンツポータル402は、前記番組情報を前記クリップに関連付けて記憶する。前記コ
ンテンツポータル402が前記クリップシェアリングシステム210での多数のクリップについ
ての情報およびこれらのクリップに関連付けられた番組情報を蓄積すると、ユーザシステ
ム202は、コンテンツポータル402上のこれらの情報をサーチすることができる。特に、ユ
ーザシステム202は、(例えば、前記放送番組のタイトルにおける検索語を有するすべての
既知の(既に認知されている)クリップ、または、特定のチャンネルからのすべての既に認
知されているクリップのリストを返すために)前記番組情報に基づくサーチ規準を使用し
て前記コンテンツポータル402をサーチすることができる。
【００３４】
　一実施の形態において、前記コンテンツポータル402は、多数のUGCウェブサイトにわた
ってクリップを参照するウェブサイトからなる。前記コンテンツポータル402は、上述の
如く、前記番組情報と他のUGCウェブサイト上で利用可能な様々なクリップとのマッチン
グおよび関連付けを行う。前記コンテンツポータル402は、さらに、多数のUGCウェブサイ
トのいずれかに存在するクリップをサーチし、ユーザをこれらのクリップに方向づけるサ
ーチインターフェースを含む。該サーチは、回復された番組情報の使用によって、且つ、
多数のUGCウェブサイトにわたるサーチおよび情報取り出しによって改善される。
【００３５】
　この種の中央ウェブサイトは、さらに、コンテンツオーナー(所有者)がインターネット
上で利用可能な彼らのコンテンツを捜すことを容易にし、彼らの知的所有権の侵害の取り
締まりを容易にする。本発明の様々な実施の形態において、これらのクリップに関連付け
られた番組情報は、コンテンツオーナーが1または複数のウェブサイトからダウンロード
可能な彼らのコンテンツを捜し出す手助けをする。ISP(インターネット・サービス・プロ
バイダ)は、本発明の実施の形態を積極的に使用して、シェアが可能にされる前にフィル
タされ得るよう保護されたコンテンツを捜し出すことができ、これにより、前記ISPが適
用可能なディジタル著作権に関する法律に従うことを可能にする。
【００３６】
　他のアプリケーションにおいて、前記クリップに関連付けられた番組情報は、UGCシェ
アリングウェブサイトのような特定のオンラインクリップシェアリングシステム210上で
のコンテンツの改善されたサーチを行うために使用可能である。例えば、ユーザが特定の
ショウについてUGCウェブサイトをサーチする場合、該ユーザは、前記ウェブサイト上で
利用可能なクリップのより信頼できるリストを入手するために前記ショウのタイトルを入
力することができる。前記クリップに番組情報が付加されてない場合、アップロードする
ユーザは前記ショウの情報をマニュアルで入力しなければならなかったかも知れないので
、サーチの結果は不完全なものになりやすい。このようなむ処理において、前記アップロ
ードするユーザは、前記ショウのタイトル情報を付加しないことを選択し、または、不正
確に付加するかもしれない。このために、本発明の実施の形態は、より信頼性が高くより
効率的なUGCウェブサイトサーチを可能にする。
【００３７】
　一実施の形態において、クリップシェアリングシステム210上でのクリップは、例えば
、該クリップをアップロードしたユーザによって、および／または、該クリップを視聴し
た他のユーザによってマニュアルで提供された該クリップについての(例えば、キーワー
ドおよび／または特定のデータフィールド)メタデータを含んでいてよい。このメタデー
タは、不完全、不正確またはその両方である可能性があるので、信頼できないものと考え
られる。本発明の実施の形態に従って、前記クリップについて番組情報が入手されると、
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この信頼できないメタデータが検証される。特に、前記メタデータの一部が前記番組情報
に一致すると、該クリップの他の部分はより信頼できると考えられる。逆に、前記メタデ
ータの何も前記番組情報に一致しない場合、該クリップは信頼できないと考えられる。信
頼性の程度は、ユーザに提示され、および／または、(例えば、サーチ結果においてより
信頼できない検索語により低い重要度を与えるよう)前記システム210によってサーチアル
ゴリズムに使用される。
【００３８】
　他のアプリケーションにおいて、特定のクリップに関連付けられた番組情報は、広告の
より効率的なターゲット設定、および／または、前記クリップシェアリングシステム210
からのクリップをダウンロードまたは視聴するユーザに提示すべき他の情報のペアリング
に使用されることができる。ターゲット設定の改善は、前記クリップシェアリングシステ
ム210が該システム210から入手可能なクリップのうちの少なくとも一部についての大幅に
改善した情報セットを有するという事実によるものである。特に、この改善した情報セッ
トは、オリジナルの放送番組を記述するものであり、広告主が彼らの広告のターゲット設
定を行うためにしばしば使用する種類の情報である。従来のビデオシェアリングウェブサ
イトのようなシェアリングシステムでは、アップロードされたクリップに関連したメタデ
ータは信頼できずごまかし操作し易いので、広告主は、広告費を費やしたくなかったと思
われる。しかしながら、本発明の実施の形態では、前記クリップについて知られている情
報は、信頼できるものであり、広告主が上記のような場で金を使う可能性を高めることが
できる。
【００３９】
　さらに、これらの広告は、著作権オーナーによる前記クリップのコンテンツをシェアす
るための許可と引き換えに提示されることができる。より適切にターゲット設定された広
告が可能になるので、該広告はより有益なものになり、従って、著作権オーナーが当該コ
ンテンツの少なくとも一部のシェアリングを許可する可能性が高くなる。権利オーナーが
コンテンツのシェアリングを望まない場合、または、該に一定のリミットを適用したい場
合、前記クリップの入手元である放送についての改善された情報は、権利オーナーがより
容易に且つより正確に1または複数のクリップシェアリングシステム210上でコンテンツを
管理することを可能にする。
【００４０】
　他のアプリケーションにおいて、クリップシェアリングシステム210から、帰属メッセ
ージが自動的に生成され、クリップと共に提示される。ここで、帰属メッセージとは、ク
リップに関連した番組情報の全部のまたは一部を伝える情報メッセージである。該帰属メ
ッセージは、提供されるクリップの次に提示されるか該クリップの上にかぶされるテキス
トおよび／またはグラフィックコンテンツからなっていてよい。代案として、前記帰属メ
ッセージは、クリップについての番組情報をユーザに伝えるために該クリップと共に提示
されるオーディオまたはビデオストリームからなっていてよい。
【００４１】
　クリップがテレビ放送からものである一例において、放送情報はEPGから入手されたデ
ータを含んでいてよい。そして、ビデオクリップは、前記帰属メッセージを含むオーバー
レイグラフィックと共に表示されてよく、EPGから回復された番組情報を含む。これによ
り、該クリップの視聴者は、典型的には、その番組が何時放送されるのか、および／また
は、どのブロードキャスターまたは放送チャンネルが完全な放送番組を提供するのかにつ
いての情報から恩恵を受けることを可能にする。コンテンツオーナーは、当該クリップの
入手元である放送番組の帰属および販売促進から恩恵を受け、前記クリップシェアリング
システム210が、この恩恵により、保護されたクリップをシェアすることを可能にする。
【００４２】
　本発明の実施の形態についての上述の説明は、例示的な説明であり、本発明の全て網羅
するものではなく、本発明を開示内容のみに限定するものでもない。当業者に理解される
ように、上記開示内容に照らして多くの変更が可能である。



(13) JP 5369105 B2 2013.12.18

10

20

30

【００４３】
　以上の詳細な説明のいくつかの部分は、本発明の特徴を情報についての処理のアルゴリ
ズムおよび記号表現について説明している。これらのアルゴリズムおよび記号表現は、当
業者がかれらの作業内容を他の当業者に最も効果的に伝えるために一般的に使用される手
段である。上記の処理は、ここでは機能的、計算的または論理的に説明されているが、コ
ンピュータプログラムまたは等価電気回路、マイクロコード等によって実現されてよい。
これらの処理は、普遍性を喪失することなく、モジュールとして言及することは、折にふ
れて便利であることが知られている。上述した処理および該処理に関連したモジュールは
、ソフトウエア、ファームウエアもしくはハードウエア、またはこれらの組合せで実施さ
れてよい。
【００４４】
　上記ステップまたは処理、1または複数のハードウエアまたはソフトウエアモジュール
を単独で使用することによって、または、他の装置と組み合わせて使用することによって
実行可能である。一実施の形態において、ソフトウエアモジュールが、上述したステップ
または処理のすべてを実行するコンピュータプロセッサによって実行可能なコンピュータ
プログラムコードを含むコンピュータによって読取り可能な媒体からなるコンピュータプ
ログラム製品で実現される。
【００４５】
　本発明の実施の形態は、さらに、上記処理を実行する装置に関する。この発明は前記要
求される目的に特化して構成されてもよく、および／または、コンピュータに記憶された
コンピュータプログラムによって選択的に作動または再構成される汎用コンピューテイン
グ装置からなっていてよい。このようなコンピュータプログラムは、コンピュータシステ
ムバスに接続された、電子命令を記憶するのに適した有形のコンピュータによって読取り
可能な記憶媒体またはその他任意タイプの媒体に記憶されてよい。さらに、この明細書に
言及されているコンピューティングシステムは、単一のプロセッサを備えるものでよく、
または、向上した計算能力を実現するためのマルチプロセッサ設計を使用するアーキテク
チャであってもよい。
【００４６】
　本発明の実施の形態は搬送波に実現されたコンピュータデータ信号に関するもとのであ
ってもよく、この場合、前記コンピュータデータ信号は、ここに説明されたコンピュータ
プログラムまたはその他のデータの組合せの実施の形態を含む。前記コンピュータデータ
信号は、有形の媒体または搬送波という形で提示され、前記搬送波において変調されまた
はその他の方法でエンコードされる製品であり、有形のものであり、任意の適当な伝送方
法に従って伝送される。
【００４７】
　最後に、この明細書に使用された言語が主に読み易さおよび教示目的で選択されたもの
であり、本発明の主題を限定し、その境界を規定するために選択されたものではない。従
って、ここでの本発明の開示は、以下の特許請求の範囲に記載した本発明の範囲を例示的
に説明するものであって限定的なものではない。
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